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台東区役所停留所では、南めぐりん●34と
ぐるーりめぐりん●31の無料乗継はでき
ません。また南めぐりん●20と南めぐりん
●34の無料乗継はできません。

浅草駅停留所では、
北めぐりん（浅草回り）●1と
ぐるーりめぐりん●17の無料
乗継はできません。

は無料乗継地点です。

A 被爆柿の木（2世）

B みしま地蔵尊

D 母子像・時忘れじの塔

E 忠魂碑

G 被災電柱

J 今戸延命地蔵尊

K 戦災慰霊碑（本龍寺境内）

N 戦災供養地蔵尊
O 浅草大平和塔

Q 平和地蔵尊
R 母子地蔵尊
S いちょうの木
T 旧仁王門礎石

L 戦災により亡く
　 なられた方々の碑
M 言問橋の縁石

U はなし塚

V 長応院墓地内地蔵尊

P 平和の時計

I 戦災無縁塔

W 戦災慰霊碑（真源寺境内）

H 被爆柿の木（2世）

F 平和宣言

C 東京大空襲慰霊碑

南めぐりん 
❶上野駅 
❷永寿総合病院 
❸御徒町 
❹新御徒町駅 
❺台東三丁目 
❻台東地区センター 
❼三井記念病院前 
❽柳北スポーツプラザ 
❾浅草橋駅北 
10柳橋中央通り 
11柳橋分院入口 
12鳥越神社前 
13環境ふれあい館ひまわり入口 
14三筋老人福祉館東 
15南部区民事務所 
16大江戸線蔵前駅 
17田原町駅 
18浅草菊水通り 
19西浅草 
●菊屋橋 
20台東区役所 
21上野学園 
22北上野二丁目 
23松が谷 
24生涯学習センター南 
25 生涯学習センター北(金竜小学校前) 
26千束二丁目 
27千束三丁目 
28台東病院 
●大正小学校前 
29入谷地区センター 
30入谷南公園 
31北上野 
32上野学園 
33台東保健所 
34台東区役所
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北めぐりん(浅草回り) 
❶浅草駅 
❷花川戸 
❸隅田公園 
❹リバーサイドスポーツセンター前 
❺今戸一丁目 
❻今戸二丁目 
❼ 橋場老人福祉館西(産業研修センター) 
❽橋場一丁目 
❾清川一丁目 
10東浅草二丁目 
11吉原大門 
12竜泉三丁目 
13三ノ輪二丁目 
14 三ノ輪駅(三ノ輪福祉センター前) 
15一葉記念館入口 
16千束三丁目 
17台東病院 
18千束小学校前 
19浅草五丁目 
20浅草警察署前 
21浅草四丁目 
22浅草寺北 
23二天門 
24浅草松屋西

北めぐりん(根岸回り) 
❶台東病院 
❷吉原大門 
❸竜泉三丁目 
❹三ノ輪二丁目 
❺ 三ノ輪駅(三ノ輪福祉センター前) 
❻一葉記念館入口 
❼竜泉一丁目 
❽金杉区民館下谷分館入口 
❾下谷三丁目 
10金杉通り 
11根岸三丁目 
12防災広場根岸の里 
13 入谷区民館根岸分館(書道博物館) 
14鶯谷駅北 
15鶯谷駅南 
16入谷駅入口 
17大正小学校 
18 生涯学習センター北(金竜小学校前) 
19千束二丁目 
20千束三丁目

※裏面に史跡の一覧を掲載しております。

○台東区平和都市宣言
平成7年11月2日

告示第219号

　台東区が平和都市であることを次のとおり、宣言する。
　世界の恒久平和は、人類共通の願いである。
　核兵器を廃絶し、歴史と文化を刻み人類を育むこのかけがえ
のない地球環境を守り、平和な社会を次の世代に引き継ぐこと
は、今の私たちに課せられた責務である。
　私たちは、世界で唯一の核被爆国民として、戦争による罹災
経験を自らがもつ都市の住民として、平和の尊さを全世界に強
く訴え、人類こぞって幸せが享受できる社会の実現を希求する。
　戦後50年の今年、改めて日本国憲法に掲げられた恒久平和
に向けて努力することを誓い、ここに台東区が平和都市である
ことを宣言する。
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発行／台東区総務部総務課（令和5年3月）

開館時間：9：30～16：30 
　　　　　　（入館は16：00まで） 
入 館 料：一般 300円／小中高校生 100円 
休 館 日：月曜日（祝休日と重なる場合は翌平日）、年末年始 

令和5年4月から令和6年度（時期未定）まで休館

下町の記憶を伝える資料館

東西 23 水上音楽堂前・24 京成上野駅

台東区立 下町風俗資料館 上野公園2－1

　恒久平和の実現を目指し、世界の各都市が加盟する平和
首長会議に平成27年1月1日より加盟しています。

 
　平和首長会議は、世界の都市
が緊密な連携を築くことによっ
て、核兵器廃絶の市民意識を国
際的な規模で喚起し、核兵器廃
絶を実現させるとともに、人類
の共存を脅かす飢餓、貧困、難
民、人権などの諸問題の解決、
さらには環境保護のために努力
することによって世界恒久平和
の実現に寄与することを目的と
した会議体です。

平和首長会議とは

平和首長会議に加盟

10清川清掃車庫 
11橋場二丁目 
12橋場二丁目アパート前 
13橋場一丁目 
14浅草病院前 
15桜橋中学校前 
16リバーサイドスポーツセンター前 
●花川戸 
17浅草駅 
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ぐるーりめぐりん 
❶上野駅入谷口 
❷上野郵便局 
❸根岸三丁目 
❹下谷三丁目 
❺一葉記念館 
❻三ノ輪駅 
❼三ノ輪二丁目 
❽吉原大門 
❾清川一丁目 

●浅草雷門 
18雷門通り 
19田原町駅 
20寿三丁目 
21大江戸線蔵前駅 
22三筋児童遊園 
23 環境ふれあい館ひまわり入口 
24鳥越神社前 
25浅草橋地区センター 
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26三井記念病院前 
27東京法務局台東出張所前 
28台東二丁目 
29新御徒町駅 
30永寿総合病院東 
31台東区役所

台東区を中心とした、下町の
歴史、文化等に関する資料を 
収集、保存し、展示してい
る。戦争当時の資料もあり、
企画展等も開催している。

東西めぐりん 
❶台東区役所 
上野駅入谷口 

❸ JR上野駅公園口 
❹東京国立博物館 
❺旧東京音楽学校奏楽堂 　
❻寛永寺 
❼上野桜木会館 
❽谷中清水町公園 
❾旧吉田屋酒店 
●上野郵便局 
●下谷二丁目(鶯谷駅南) 
●上野桜木 
●谷中(旧吉田屋酒店前) 
谷中霊園入口 
三崎坂上 
特養ホーム谷中入口 
谷中銀座･よみせ通り 
千駄木駅 

15谷中小学校 
16三崎坂上 
17谷中霊園入口 
18旧吉田屋酒店 
●日本医科大学付属病院下 
●根津駅前 
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●善光寺坂上 
三段坂上 

20池之端四丁目 
21鷗外旧居跡 
22上野動物園池之端門前 
23水上音楽堂前 
24京成上野駅 
25台東区役所 
26上野駅入谷口 
27北上野二丁目 
28松が谷 
29西浅草三丁目 
30つくばエクスプレス浅草駅 
31雷門通り 
32浅草駅 
33雷門前 
34都営浅草駅 
35浅草消防署 
36南部区民事務所 
37 三筋二丁目（台東デザイナーズビレッジ） 
38小島社会教育館 
39新御徒町駅 
40永寿総合病院東 
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※ ～ は、「上野公園経由・三崎坂往復ルート」と 
「鶯谷駅経由・日医大回りルート」が交互運行します。



みしま地蔵尊
谷中3－7－1　初音児童遊園内

東西 　 特養ホーム谷中入口

被爆柿の木（2世）
谷中5－5　防災広場「初音の森」内

東西 15 谷中小学校・　 三崎坂上

平成10年 3 月、命の尊さと平和を愛する
心を子どもたちと考え、行動し、優しさ
や人と人との絆を大切にすることを願い
植樹。長崎で被爆した柿の木から樹木医
が蘇生した 2世の木。

平和宣言

南 2034／東西 ❶25／ぐるーり 31 台東区役所

昭和36年12月、台東区は「台東区平和
宣言」を行う。昭和49年 9 月に宣言文
の記念碑を建立。

昭和23年、当時の三崎町、初音町 4丁目、
真島町の有志により、三カ町の戦災死者
70余名を供養するため建立。「みしま
（三四真）」とは、三カ町の町名からそれ
ぞれ 1字をとったもの。

被災電柱
三筋1－13－12

南 14 三筋老人福祉館東／東西 37 三筋二丁目／ぐるーり 22 三筋児童遊園

戦争の悲劇を繰り返さないよう、世界の恒久平和
を願い、当時の惨状が刻み込まれたこの電柱を保
存している。現地にあるのは精巧なレプリカ、本
物は江戸東京博物館で保存している。

今戸延命地蔵尊
今戸2－26－7

北(浅草) ❻ 今戸二丁目・❼ 橋場老人福祉館西 
ぐるーり 14 浅草病院前・15 桜橋中学校前

高林正太郎氏が戦災犠牲者の回向のため寄
進、建立したものを昭和46年に現在の地に
移転安置したもの。

戦災慰霊碑（本龍寺境内）
今戸1－6－18　本龍寺境内

北(浅草) ❹／ぐるーり 16 リバーサイドスポーツセンター前

東京大空襲によって亡くなられた方を供養す
るため建立された。本堂の地下も防空壕とし
て使用されていた。

東京大空襲慰霊碑
上野公園18　現龍院山門
東西 ❹ 東京国立博物館

平成17年 3 月（戦後60年）、エッセイス
トの海老名香葉子氏が東京大空襲の惨禍
を後世に伝えていきたいと建立。

戦災無縁塔
千束3－22－3　吉原辨財天内

北(浅草) 16／北(根岸) 20／南 27 千束三丁目 
北(浅草) 17／北(根岸) ❶／南 28 台東病院

戦災で亡くなられた方々を供養するため建
立。そばには、関東大震災で亡くなられた
方々を供養する碑もある。

浅草7－1　隅田公園内
北(浅草) ❸ 隅田公園

昭和61年3月（戦後40年）に建立。碑には
「ああ  東京大空襲  朋よやすらかに」と刻
まれている。

戦災により亡くなられた方々の碑

母子像・時忘れじの塔
上野公園1　上野公園内

東西 24 京成上野駅

平成17年 3 月（戦後60年）、エッセイス
トの海老名香葉子氏が東京大空襲の惨禍
を後世に伝えていきたいと建立し、東京
都に寄贈。

被爆柿の木（2世）
浅草橋5－1－35　柳北公園内

南 ❽ 柳北スポーツプラザ／ぐるーり 25 浅草橋地区センター

平成 8年植樹。当時は旧柳北小学校校庭に植えら
れていたが、閉校に伴い現在の地に移植。長崎で
被爆した柿の木から樹木医が蘇生した 2世の木。

言問橋の縁石
浅草7－1　隅田公園内
北(浅草) ❸ 隅田公園

東京大空襲のとき、言問橋は猛火に見舞われ、多
くの人が犠牲になった。平成4年、橋の欄干を改
修した際に、その基部を切り取ったもので、当時
の痛ましい出来事の記録として保存している。

戦災供養地蔵尊
浅草2－3　浅草寺境内（淡島堂）
北(浅草) 22 浅草寺北・23 二天門 
東西 30 つくばエクスプレス浅草駅

浅草花柳界に身を置き、戦災によって亡くなられ
た方の霊を慰めるため、旧浅草芸妓屋組合が建立。

浅草大平和塔（平和の塔）
浅草2－3　浅草寺境内（淡島堂）
北(浅草) 22 浅草寺北・23 二天門 
東西 30 つくばエクスプレス浅草駅

昭和38年、戦災犠牲者を供養するため、浅草
の町会連合会などによって建立。

平和地蔵尊
浅草2－3　浅草寺境内（二尊仏傍）
北(浅草) 22 浅草寺北・23 二天門 
東西 30 つくばエクスプレス浅草駅

昭和24年、龍郷定雄氏が戦災で亡くなった
犠牲者を供養するため建立。

母子地蔵尊
浅草2－3　浅草寺境内（二尊仏傍）
北(浅草) 22 浅草寺北・23 二天門 
東西 30 つくばエクスプレス浅草駅

ことを祈念し、平成 9年 4月に建立。中国からの引き揚げ生
活体験者の漫画家 9人が発起人となり、漫画家のちばてつや
氏が母子像をデザインした。

はなし塚
寿2－9－7　本法寺境内

南 17 田原町駅

昭和16年10月、太平洋戦争へ向かう戦時
下に落語界で時局にあわない禁演落語53
種を選び、これらの作品と落語界先輩の
霊を弔うため建立。塚には禁演となった
落語の台本などが納められた。

長応院墓地内地蔵尊
蔵前4－11　長応院墓地内

南 13／ぐるーり 23 環境ふれあい館ひまわり入口

町内の犠牲者を供養するために、地元町会
（三筋 2丁目町会）が建立。空襲で亡くな
った方々のお名前、年齢が刻まれている。

平和の時計
浅草2－3　浅草寺境内（五重塔傍）
北(浅草) 22 浅草寺北・23 二天門 
東西 30 つくばエクスプレス浅草駅

昭和44年、東京浅草ライオンズクラブが建立。

いちょうの木
浅草2－3　浅草寺境内（観音前交番傍）

空襲により焼け、その焦げ跡が幹
の内部に残っている。

台東区内平和史跡等 
所在地一覧
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ここに掲載している史跡は、編集時点で可能な限り調べたものです。 
掲載していない史跡等をご存知の場合は、ご連絡ください。

「台東」の文字を変形させて作ったロゴマークで、
「多様な文化を和

あ

える」というテーマを異なる
３種類の形で表現しています。

忠魂碑
上野公園1　上野公園内

東西 24 京成上野駅

明治37、38年の日露戦争の戦死者・病死
者等約200名の姓名が背面に記されてい
る。建設者は社団法人下谷区兵事会役
員。

E

北(浅草) 22 浅草寺北・23 二天門 
東西 30 つくばエクスプレス浅草駅

旧仁王門礎石
浅草2－3　浅草寺境内（宝蔵門横）

T

北(浅草) 22 浅草寺北・23 二天門 
東西 30 つくばエクスプレス浅草駅

東上野4－5－6　広徳公園内

　台東区内には、戦災で亡くなられた方々のために建てられた
慰霊碑や戦争の惨禍や平和の思いを後世に伝えるためのモニュ
メント等が数多くあります。これらの碑やモニュメントを紹介
し、平和の尊さを考え若い世代に伝えていくとともに、平和の
素晴らしさを見直す機会の一助となるよう作成いたしました。

た。この 3つの大石は宝蔵門再建に際して旧仁王門の跡地よ
り昭和37年 2 月 6 日に掘出された礎石。

戦災慰霊碑（真源寺境内）
下谷1－12－16　真源寺境内

北(根岸) 15 鶯谷駅南／東西 ● 下谷二丁目 
ぐるーり ❸ 根岸三丁目

4-1

戦災によって亡くなられた畳職人とその家族
の霊を慰めるため、昭和42年3月に浅草畳工業
組合が建立。同境内には畳針供養の碑もある。

W

旧仁王門は昭和20年 3 月10日
の東京大空襲により炎上焼失
し、昭和39年 4 月 1 日、宝蔵
門と改めて同跡地に再建され

※北（浅草）は北めぐりん（浅草回り）、北（根岸）は北めぐりん（根岸回り）、
南は南めぐりん、東西は東西めぐりん、ぐるーりはぐるーりめぐりんの 
最寄バス停です。（裏面に地図を掲載） 
　ご利用の際は、ホームページ等にて最新の情報をご確認ください。

たいとう文化発信 
 プログラムロゴマーク

中国東北部（旧満州）で逃避行の末、命を落と
した日本人の数は20万人をこえるといわれて
おり、二度と戦争という過ちを繰り返さない


